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福井県 池田町 ③ 池田町民文化祭 町民によるステージ発表や作品展示などが行われます。 11月2日～3日 能楽の里文化交流会館 池田町教育委員会 無料
池田町教育委員会
0778－44－8006

福井県 越前市 ②

武生公会堂記念館　紫式部・源氏
物語関連企画「王朝の美を求めて-
木版本国宝源氏物語絵巻と装飾料
紙」

越前市ゆかりの紫式部の関連企画展。国宝源氏物語絵巻を木版により精巧
に再現された木版本の展示と、現在の職人により再現された越前和紙の装飾
料紙を紹介します。

9月27日～11月4日 越前市武生公会堂記念館 越前市武生公会堂記念館

www.city.echizen.lg.jp/
office/090/030/bunka
sisetu/kokaido-
tpo.htlm

越前市武生公会堂記念館
0778-21-3900

料金一般200円、30人以上の
団体140円。高校生以下、障が
いのある方とその介護者1人
は無料

福井県 越前市 ② 関義臣　特別展示（仮称）
福井藩士から男爵となった、関義臣に関する貴重資料の展示・紹介をする予
定です。

11月1日～12月28日 越前市立中央図書館 越前市立図書館 無料
越前市中央図書館
0778-22-0354

福井県 越前市 ②

福井県公共図書館利用促進事業・
ふるさと文学館連携企画
水上勉生誕100周年記念「水上勉
の世界」

水上勉生誕100周年を記念し、福井県公共図書館利用促進事業として、県内
地域が舞台となった作品やゆかりのある作品、水上勉の著書・研究書を展示
する予定です。

10月25日～12月25日 越前市今立図書館 越前市立図書館 無料
越前市今立図書館
0778-43-0229

福井県 越前市 ② だるまちゃんと遊ぼう！
仁愛大学の学生さんによる絵本の読み聞かせや身体遊びをします。工作教室
もあります。

11月2日 かこさとしふるさと絵本館「石石(らく)」 越前市立図書館 無料
かこさとしふるさと絵本館
「石石(らく)」0778-21-2019

福井県 越前市 ② からすの大工やさん 小さなお子さんも一緒にできる木育教室です。 11月3日 かこさとしふるさと絵本館「石石(らく)」 越前市立図書館
かこさとしふるさと絵本館
「石石(らく)」0778-21-2019

材料費が必要になります。

福井県 越前町 ③ 越前町越前地区文化祭
住民一人ひとりが文化の担い手として、個性豊かで誇り高い文化を見つめな
おし、その中に内在する価値に触れることによって、文化への関心を高めてい
ただくことを目的として、作品展示や芸能発表会等を実施します。

10月26,27日 アクティブランド体育館 越前町文協越前美咲支部 無料
http://www.town.echiz
en.fukui.jp

生涯学習センター越前分館
0778-37-7712

福井県 越前町 ③ 越前町朝日地区総合文化祭
住民一人ひとりが文化の担い手として、個性豊かで誇り高い文化を見つめな
おし、その中に内在する価値に触れることによって、文化への関心を高めてい
ただくことを目的として、作品展示や芸能発表会等を実施します。

11月2,3日 越前町社会福祉センター 朝日地区総合文化祭実行委員会 無料
http://www.town.echiz
en.fukui.jp

生涯学習課
0778-34-2000

福井県 越前町 ③ 越前町宮崎地区文化祭
住民一人ひとりが文化の担い手として、個性豊かで誇り高い文化を見つめな
おし、その中に内在する価値に触れることによって、文化への関心を高めてい
ただくことを目的として、作品展示や芸能発表会等を実施します。

11月2,3日 宮崎コミュニティセンター 宮崎地区文化祭実行委員会 無料
http://www.town.echiz
en.fukui.jp

生涯学習センター宮崎分館
0778-32-7712

福井県 越前町 ③ 越前町織田地区文化祭
住民一人ひとりが文化の担い手として、個性豊かで誇り高い文化を見つめな
おし、その中に内在する価値に触れることによって、文化への関心を高めてい
ただくことを目的として、作品展示や芸能発表会等を実施します。

11月2,3日 織田コミュニティセンター 織田地区文化祭実行委員会 無料
http://www.town.echiz
en.fukui.jp

生涯学習センター織田分館
0778-36-7712

福井県 大野市 ③ 第５３回大野市総合文化祭
伝統あるふるさとの文化を継承するとともに、新しい文化を創造するなど、芸
術の振興を図ることを目的に、市民総参加の文化祭を開催します。

10月27日～11月4日
大野市役所市民ホール
大野市文化会館
結とぴあ、平成大野屋平蔵

【主催】大野市、大野市教育委員会、
大野市文化協会
【主管】大野市総合文化祭実行委員

生涯学習課
0779-65-5590

福井県 大野市 ①③ 小山まつり
公民館で講座を持っている方や地区の児童・生徒を対象に、発表の場として
小山まつりを開催します。

10月20日 小山小学校 小山をよくする会 無料
小山公民館
0779-66-2468

福井県 大野市 ①③ 文化に親しむ講座
富田地区民を対象に文化、教養に親しむ行事（講演会、音楽会等）を実施しま
す。

11月2日 富田公民館 富田地区むらづくり運動推進協議会 無料
富田公民館
0779-66-4101

福井県 大野市 ③ 第１６回阪谷地区文化祭
住民のみなさんが、その優れた芸術活動の成果を発表するとともに、気軽に
参加、体験、鑑賞する機会をつくり、芸術への関心を深め誰もが創作意欲を持
つ機運につなげ、心豊かな郷土愛を培うことを目的として開催します。

11月10日 スターランドさかだに 食育のふるさと阪谷をよくする会 無料
阪谷公民館
0779-67-1111

福井県 大野市 ③ 錦秋のしらべ
大野市総合文化祭内のイベント「錦秋のしらべ」にて、穴馬民踊保存会、西谷
もじり保存会、小山鍬踊り保存会、しぐさ踊り保存会、雨乞い踊り保存会、神子
踊保存会が踊りを披露します。

11月3日 大野市文化会館 大野市 無料
文化財課
0779-65-5520

福井県 大野市 ③ 企画展「藩政改革の光と影」
天保13年の土井利忠の更始の令に始まる大野藩の藩政改革の成功面と、そ
の裏側のあつれきを、残された資料とパネルで紹介します。

8月10日～11月4日 大野市歴史博物館 大野市博物館
大野市博物館
0779-65-5520

福井県 大野市 ③ 企画展「おおの恐竜発掘」

大野市は、福井県で発掘される恐竜の進化と繁栄を解明する上で重要な
研究拠点として注目されています。本企画展で、日本最古級のティラノ
サウルス類化石の発見地である大野市の恐竜化石発見の歴史と最新の
調査研究による新発見について紹介します。

7月19日～11月4日 和泉郷土資料館 大野市
文化財課
0779-65-5520

福井県 大野市 ① 図書館まつり
日頃、図書館で活動しているグループの学習発表や展示、古本市、絵本の読
み聞かせ等を実施します。

11月2日 大野市図書館 大野市図書館 無料
大野市図書館
0779-65-5500

福井県 大野市 ③ 関西文化の日 関西文化の日にちなんで、11月16日、17日の二日間無料開館します。 11月16日～17日

越前大野城、武家屋敷旧内山家
武家屋敷旧田村家
和泉郷土資料館、笛資料館
本願清水イトヨの里
大野市歴史博物館
大野市民族資料館
COCONOアートプレイス

大野市 無料
観光振興室
0779-64-4817

福井県 小浜市 ③
山川登美子記念館夏の特別企画
展　　　　　　　　　　「先人たちの医
学～過去の医療と登美子の病～」

先人たちは、どのようにして医学の道を切り拓いて来たのか。山川登美子を蝕
んだ病は、どのようなものだったのか。個人から寄贈を受けた貴重な医療器具
や江戸時代の医学書を通して、現代の医療の進歩につながる謎を紐解きま

7/11～10/27
※9/12（木）より展示替え

山川登美子記念館 山川登美子記念館
http://www1.city.obam
a.fukui.jp/obm/rekishi/
tomiko/

0770－52－3221
観覧料：大人300円、高校・大
学生200円、中学生以下無料
休館日：毎週火曜日

福井県 小浜市 ④
山川登美子記念館
「関西文化の日」無料開館

「関西文化の日」における無料開館日。 11/16～17 山川登美子記念館 山川登美子記念館 無料
http://www1.city.obam
a.fukui.jp/obm/rekishi/
tomiko/

0770－52－3221 入館無料

福井県 小浜市 ③ 後瀬山城跡探索会
平成9年に国の史跡として指定された「後瀬山城」について、後瀬山愛宕さん
鳥居口から登山し、学芸員の説明を聞きながら探索します。雨天の場合は、本
境寺内にて学芸員から後瀬山の説明を聞きます。

10月18日 本境寺（小浜市小浜竜田65）、後瀬山 本境寺
本境寺 谷川さん
090-3297-0448

保険料50円が必要です。後瀬
山城跡に行くにはかなり急な
山道を登る必要があります。

福井県 小浜市 ③
小浜市働く婦人の家「古文書に親
しむ講座～幕末維新期の小浜～」
戊辰戦争と小浜藩（1）

地元に残る古文書から、激しく動く幕末維新期、小浜の町人、武士・農民のた
どった足跡を読み解きます。

10月19日 小浜市働く婦人の家 小浜市働く婦人の家
http://www1.city.obam
a.fukui.jp/obm/fujin/ne
ws.html

0770-52-7002
参加費：500円
事前申込が必要です。

福井県 小浜市 ③
小浜市働く婦人の家「古文書に親
しむ講座～幕末維新期の小浜～」
戊辰戦争と小浜藩（2）

地元に残る古文書から、激しく動く幕末維新期、小浜の町人、武士・農民のた
どった足跡を読み解きます。

11/2 小浜市働く婦人の家 小浜市働く婦人の家
http://www1.city.obam
a.fukui.jp/obm/fujin/ne
ws.html

0770-52-7002
参加費：500円
事前申込が必要です。

福井県 小浜市 ④ モルゴーア・クァルテットコンサート
一流演奏家4名による弦楽四重奏のコンサートを行います。クラッシクとプログ
レッシヴ・ロックの曲目を演奏されます。

10月13日 小浜市文化会館大ホール 小浜市文化会館 0770－53－9700
一般1,000円・高校生以下500
円
※三井住友海上文化財団の

福井県 小浜市 ④
ミュージックフレンズと特別な仲間
たち

ミュージックフレンズの方々とその仲間である市内外の演奏者がコンサートを
行います。

10月20日 小浜市文化会館大ホール 小浜市文化会館 0770－53－9700 入場料500円

福井県 小浜市 ④ 小浜市表彰式＆芸能大会 市長表彰後、小浜市文化協会主催による小浜市総合文化祭を行います。 11月3日 小浜市文化会館大ホール 小浜市文化会館 無料 0770－53－9700

福井県 坂井市 ①③
みくに龍翔館企画展「(仮)三国に
集った詩人たち」

北前船による繁栄の時代を過ぎ、寂莫とした風情が漂う三国は、著名な詩人
が生まれ育ち、また、訪れた場所。本展示では、三好達治や則武三雄、荒川
洋治など、近代から現代にいたるまでの三国ゆかりの詩人の足跡をたどる。

10月26日～12月1日 みくに龍翔館
坂井市、坂井市教育委員会、みくに
龍翔館

【みくに龍翔館HP】
https://www.ryusyoka
n.jp/

みくに龍翔館
0776-82-5666

福井県 鯖江市 ③ 古墳関連歴史講演会 弥生～古墳時代の越地域の古墳に関する講演会 11月16日 鯖江市まなべの館 鯖江市 無料 0778-51-5999

福井県 鯖江市 ③
企画展「間部詮勝遺墨展 ～幽玄の
世界～」

鯖江藩主間部詮勝の書した漢詩展 10月5日～11月4日 鯖江市まなべの館 鯖江市 0778-51-5999

第61回「教育・文化週間」関連行事

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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第61回「教育・文化週間」関連行事

福井県 高浜町 ③ 高浜町文化祭 高浜町文化協会加盟団体による「展示発表」「舞台発表」などを催します。 11月3日～4日 高浜町文化会館大ホール 高浜町文化協会 無料 0770-72-2751
福井県 高浜町 ② 大飯郡小中学校連合音楽会 音楽発表会（合唱・器楽・吹奏楽演奏など）を催します。 11月13日 高浜町文化会館大ホール 大飯郡教育研究会音楽部 無料 0770-72-0138 音楽部事務局：和田小学校
福井県 高浜町 ③ 青郷地区ふれあい文化祭 本年度の地区文化祭（展示発表、舞台発表）を開催します。 11月10日 青郷公民館 青郷地区文化活動推進委員会 無料 0770-72-6055
福井県 高浜町 ③ 和田地区ふれあい文化祭 本年度の地区文化祭（展示発表、舞台発表）を開催します。 11月17日 和田公民館 和田地区文化推進協議会 無料 0770-72-1325
福井県 高浜町 ③ 和田地区ふれあい文化祭前夜祭 上段の前夜祭を開催します。 11月16日 和田公民館 和田地区文化推進協議会 無料 0770-72-1325

福井県 高浜町 ③
令和元年度秋季企画展
高浜七年祭写真展

本年度の高浜七年祭の写真を展示します。 10月19日～11月24日 高浜町郷土資料館 高浜町郷土資料館 0770-72-5270
料金は基本有料ですが無料開
放日もあります

福井県 敦賀市 ①
生涯学習講座
（福井ライフアカデミー共催）

「子どもを育てて親も育つ～Nobody's Perfect～」
子育てはだれかに助けを求めてもいいのです。完璧な親などいないのですか
ら。未来を生きる子供にどのような力を育てたいか、一緒に考えてみましょう。

11月2日～4日 敦賀市生涯学習センター 敦賀市教育委員会 無料
敦賀市教育委員会
事務局生涯学習課
0770‐25‐8318

９月１０日以降、広報つるが、
ホームページ等に掲載予定

福井県 敦賀市 ③ 松原・西浦地区文化祭 公民館活動団体、松原地区・西浦地区の住民の作品展示、発表の場 10月30日～11月2日 松原公民館 松原公民館 無料
松原公民館
0770-23-8990

事前に地区へ作品公募

福井県 敦賀市 ①
「元気でっか！」松原・西浦地区民
のつどい

地区高齢者のための催し 11月2日 松原公民館
松原・西浦地区
社会福祉協議会

無料
松原公民館
0770-23-8990

福井県 敦賀市 ①③ 粟野地区文化祭
粟野地区住民及び粟野公民館を拠点に活動している各種教室による作品展
とお茶会、ステージ発表を行います。

10月27日～11月2日 粟野公民館 粟野公民館 無料 粟野公民館

福井県 敦賀市 ①③ 中郷地区文化祭

作品展や地区子ども会主催のイベント、公民館主催のお茶席などを行いま
す。作品展は3日間に渡って行い、中郷地区住民及び中郷公民館を拠点に活
動している各種教室の作品を展示します。2日目には放課後地域子ども教室
推進事業の一環である中郷子ども茶道教室の児童によるお茶席を開催しま
す。また、地区子ども会によるイベントも開催されます。

11月1～3日 中郷公民館
中郷公民館
及び地区子ども会

無料 0770-22-0192

福井県 福井市 ② 教育ウィーク
学校や保護者、地域が一体となって子どもたちの健やかな成長を願い、教育
について考え行動する気運を高めるため、市内全小中学校で中学校区ごとに
「教育ウィーク」を設けています。

各小中学校 各小中学校 無料
福井市学校教育課
0776-20-5350

福井県 福井市 ② 福井市国際交流作品展
福井市内の小中学生と姉妹友好都市の子どもたちの絵画、書道などの作品
展です。

11月20日～26日 福井市美術館 福井市学校教育課 無料
福井市学校教育課
0776-20-5350

福井県 福井市 ①
「家族ふれあい」絵手紙コンクール
表彰式

家族みんなの心がふれあう明るい家庭づくりを目的に、家族のふれあいを
テーマとした絵手紙コンクールを実施し、入賞者に対し表彰を行うものです。

11月3日
福井市総合ボランティアセンター研修
室（ハピリン4F)

福井市
青少年課

無料
https://www.city.fukui.l
g.jp/kyoiku/syounen/ji
gyo/p015424.html

福井市教育委員会事務局
青少年課
0776-20-5418

福井県 福井市 ① 福井市子ども大会
子ども会活動の発展を目指し、体験発表やレクレーション等のイベントで、各
地区子ども会の交流を行う

11月4日 福井市南体育館 福井市子ども会育成連合会
http://www.fukuikodo
mo.com/

福井市子ども会育成連合会事務
局
青少年課内

福井県 福井市 ①③
ことばのリボン　～本の帯を作ろう
～

利用者や地域の学生から、おすすめ本のコメントを募集し、帯状にして本に巻
き、貸出をします。

10月1日～11月16日 福井市立図書館 福井市立図書館 無料
http://lib.city.fukui.fuku
i.jp/

0776-20-5000

福井県 福井市 ①③
水上勉生誕100周年記念「水上勉
ふるさとを描く」

福井県公共図書館利用促進事業にあわせて、水上勉のパネル展示や関連資
料の特設コーナーを開設します。

10月16日～11月30日 福井市立図書館 福井市立図書館 無料
http://lib.city.fukui.fuku
i.jp/

0776-20-5000

福井県 福井市 ①③ 福井歴史講座
福井市立郷土歴史博物館から講師を招き、福井の歴史に関する講座を行い
ます。松平家より寄贈された貴重書「越國文庫」も披露します。

11月10日 福井市立図書館 福井市立図書館 無料
http://lib.city.fukui.fuku
i.jp/

0776-20-5000

福井県 福井市 ①②③
ことばのリボン 本の帯をつくろう in
Library

図書館資料の活用と、利用の活性化を目指して、図書館資料の本の推薦コメ
ントを募集します。募集したコメントを本の帯に添付し、福井市立図書館、みど
り図書館、桜木図書館、美山図書館、清水図書館で貸出をします。

9月1日～11月16日
福井市立図書館、みどり図書館、桜木
図書館、美山図書館、清水図書館

福井市立図書館 無料
http://lib.city.fukui.fuku
i.jp/

福井市立図書館
0776-20-5000

コメント用紙の配布は9月1日
～10月31日

福井県 福井市 ①②③ 読書筆記のすすめ配布 読書週間にちなんで、図書館オリジナルの読書記録用紙を配布します。 10月27日～11月9日
福井市立図書館、みどり図書館、桜木
図書館、美山図書館、清水図書館

福井市立図書館 無料
http://lib.city.fukui.fuku
i.jp/

福井市立図書館
0776-20-5000

福井県 福井市 ①③ ビブリオトーク
図書館の利用者が参加し、お互いにおすすめの本についてプレゼンテーショ
ンを行います。

11月2日 福井市立みどり図書館 福井市立みどり図書館 無料
http://lib.city.fukui.fuku
i.jp/

福井市立みどり図書館
0776-34-8859

福井県 福井市 ①④
子育てファミリー応援講座
子どもの救急のはなし

福井市南消防署救急隊員を講師に迎え、3歳から小学生と保護者を対象に、
子ども（小児・児童）の救急や応急処置の講習会を開催します。救急車、及び
消防車の見学、消防服の試着も行います。図書館司書による関連図書の紹
介と貸出も合わせて行います。

11月3日 福井市立みどり図書館 福井市立みどり図書館 無料
http://lib.city.fukui.fuku
i.jp/

福井市立みどり図書館
0776-34-8859

福井県 福井市 ①③ みどり寄席 福井県内で活躍するアマチュア落語家による落語会を行います。 11月9日 福井市立みどり図書館 福井市立みどり図書館 無料
http://lib.city.fukui.fuku
i.jp/

福井市立みどり図書館
0776-34-8859

福井県 福井市 ①
ストーリーテリングでハッピーバー
スデー

5歳から小学生を対象に昔話や創作のおはなしの語り聞かせを行います。誕
生月の子にバースデーカードを渡します。

10月19日,11月16日 福井市立みどり図書館 福井市立みどり図書館 無料
http://lib.city.fukui.fuku
i.jp/

福井市立みどり図書館
0776-34-8859

福井県 福井市 ①
えほんとかみしばいのよみきかせ
会

3歳から低学年を対象に絵本、紙芝居の読み聞かせを行います。
10月27日,
11月3日,10日

福井市立みどり図書館 福井市立みどり図書館 無料
http://lib.city.fukui.fuku
i.jp/

福井市立みどり図書館
0776-34-8859

福井県 福井市 ①
わらべうたとえほんを楽しむてんて
んくらぶ

3歳未満の子どもと保護者を対象にわらべうたであそび、乳幼児向け絵本の読
み聞かせを行います。

10月24日,11月14日 福井市立みどり図書館 福井市立みどり図書館 無料
http://lib.city.fukui.fuku
i.jp/

福井市立みどり図書館
0776-34-8859

福井県 福井市 ① 化石採集会 約1600万年前の地層から化石を探します 10月19日 福井市国見町 福井市自然史博物館
http://www.nature.mus
eum.city.fukui.fukui.jp

0776-35-2844
対象：小学4年生以上
小学生は保護者同伴

福井県 福井市 ① 秋のキノコ観察会 野外でキノコの観察会を行います 10月26日
越前市
みどりと自然の村

福井市自然史博物館 無料
http://www.nature.mus
eum.city.fukui.fukui.jp

0776-35-2844
対象：小学4年生以上
小学生は保護者同伴

福井県 福井市 ① 鳥の巣箱を作ろう 鳥の巣箱について学び、作って足羽山公園内の木に取り付けます 11月2日 福井市自然史博物館 福井市自然史博物館 無料
http://www.nature.mus
eum.city.fukui.fukui.jp

0776-35-2844
対象：小学生以上
小学生は保護者同伴

福井県 福井市 ① カブトムシの幼虫を育ててみよう カブトムシの幼虫の育て方を勉強します 11月3日 福井市自然史博物館 福井市自然史博物館 無料
http://www.nature.mus
eum.city.fukui.fukui.jp

0776-35-2844 対象：小中学生

福井県 福井市 ① 文化の日 入館無料 11月3日 福井市自然史博物館 福井市自然史博物館 無料
http://www.nature.mus
eum.city.fukui.fukui.jp

0776-35-2844

福井県 福井市 ① 家庭の日 入館無料 11月17日 福井市自然史博物館 福井市自然史博物館 無料
http://www.nature.mus
eum.city.fukui.fukui.jp

0776-35-2844

福井県 福井市 ①
企画展「オーロラ写真展」（10/4～
11/4）

オーロラ写真家およびオーロラメッセンジャーとして活躍されている中垣哲也
氏の写真を展示します

10月4日～11月4日 セーレンプラネット セーレンプラネット
https://www.fukui-
planet.com

0776-43-1622

福井県 福井市 ① オーロラに包まれてみよう
オーロラの全天映像を用いて、オーロラメッセンジャーの中垣哲也氏のトークラ
イブを行います

11月3日
セーレンプラネット
ドームシアター

セーレンプラネット
https://www.fukui-
planet.com

0776-43-1622

福井県 福井市 ①
特別展「天の川銀河」（11/15～
1/6）

天の川銀河を題材にした特別展を行います 11月15日～1月6日 セーレンプラネット セーレンプラネット
https://www.fukui-
planet.com

0776-43-1622

福井県 福井市 ①
「生誕30周年記念　ウォーリーをさ
がせ！展」

たくさんの人ごみの中から赤白シャツの主人公を探し出す人気絵本のシリー
ズ「ウォーリーをさがせ！」の絵本原画や設定イラストなど約150点を紹介しま

11月4日まで 福井市美術館 ウォーリーをさがせ！展実行委員会
http://www2.fbc.jp/fuk
ui_wally30/

0776-33-2990

福井県 福井市 ①
第31回福井市小中学生国際交流
作品展

姉妹都市や市内の幼稚園から中学生までの美術や書道の作品を展示しま
す。

11月20日から 福井市美術館
福井市小中学生国際交流作品展実
行委員会

無料
事務局　足羽中学校
0776-33-1011

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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第61回「教育・文化週間」関連行事

福井県 福井市 ①③
秋季特別展「将軍家茂と皇女和宮
－行列が彩った二人の幕末－」

幕末の激動を象徴する皇女和宮と将軍家茂の行列に、福井藩は深く関わって
いました。行列を描いた絵巻物や屏風、実際に使用した道具類を一堂に展示
し、一つの時代が終わり行く過程と福井藩の関わりを明らかにします。

10月12日～11月24日 福井市立郷土歴史博物館 福井市立郷土歴史博物館
www.history.museum.ci
ty.fukui.fukui.jp

福井市立郷土歴史博物館
（TEL0776-21-0489）

福井県 福井市 ①③
館蔵品ギャラリー「福井の名所今
昔」

福井の「名所」とされる場所の今と昔の様子について紹介します。 10月12日～12月4日 福井市立郷土歴史博物館 福井市立郷土歴史博物館
www.history.museum.ci
ty.fukui.fukui.jp

福井市立郷土歴史博物館
（TEL0776-21-0489）

福井県 福井市 ③ おさごえ民家園の無料開園 毎月第3日曜日の「家庭の日」を無料公開する。
毎月第3
日曜日

おさごえ民家園 文化財保護課 無料
http://www.city.fukui.lg
.jp/dept/d620/minkaen

福井市教育委員会文化財保護課
0776-35-1015

福井県 福井市 ③ おさごえ民家園の無料開園 文化の日を無料公開する。 11月3日 おさごえ民家園 文化財保護課 無料
http://www.city.fukui.lg
.jp/dept/d620/minkaen

福井市教育委員会文化財保護課
0776-35-1015

福井県 福井市 ③ おさごえ民家園の無料開園 関西文化の日を無料公開する。 11月16、17日 おさごえ民家園 文化財保護課 無料
http://www.city.fukui.lg
.jp/dept/d620/minkaen

福井市教育委員会文化財保護課
0776-35-1015

福井県 福井市 ③ 福井城跡散策会 日本遺産認定を記念し、福井城跡の石垣等の遺構を散策する。 11月3日
福井城址
 (福井市大手・中央など）

文化財保護課 無料
http://www.city.fukui.lg
.jp/kankou/bunka/bun
kazai/p018708.html

福井市教育委員会文化財保護課
0776-35-1015

定員：20名（事前申込）

福井県 福井市 ①③ ふくコレ～昭和の服の民具展～ 文化財保護センターが収蔵する昔の衣服を展示する。 10月11日～27日 文化財保護センター 文化財保護課 無料
http://www.city.fukui.lg
.jp/kankou/bunka/eve
nt/p000000.html

福井市教育委員会文化財保護課
0776-35-1015

福井県 福井市 ①④ 福井大学 きてみてフェア2019
大学のキャンパスを開放し、大学の教育・研究や学生の自主的な取組等に触
れる場を提供します。

10月20日 福井大学（文京キャンパス） 福井大学地域創生推進本部 無料

【福井大学地域創生推
進本部HP】
http://chiiki.ad.u-
fukui.ac.jp/

福井大学地域創生推進本部
0776-27-8060

福井県 福井市 ①

福井大学公開講座
「福井大学発　教育・医学・工学・国
際地域分野の最新情報　第４回
『人口減少社会に抗う研究　～「無
駄な抵抗」でもやります！～』」

地域と連携した教育・研究の成果を一般の皆様に紹介します。福井大学の教
育・研究についてふれてみませんか。

11月2日 福井大学（文京キャンパス） 福井大学地域創生推進本部 無料

【福井大学地域創生推
進本部HP】
http://chiiki.ad.u-
fukui.ac.jp/

福井大学地域創生推進本部
0776-27-8060

福井県 福井市 ①
福井大学公開講座
「音楽の価値とは何か？～音楽著
作権入門講座～」

音楽著作権の基礎について学び、様々な作品を通して音楽の価値について考
えます。

11月3日 福井大学（文京キャンパス） 福井大学地域創生推進本部 無料

【福井大学地域創生推
進本部HP】
http://chiiki.ad.u-
fukui.ac.jp/

福井大学地域創生推進本部
0776-27-8060

福井県 福井市 ①

福井大学公開講座
「うた･歌･唄･詩･謳 ～独唱と朗読
による音楽と言葉の幸福な結婚、
パート６～」

敷居が高いと感じられるクラシック音楽を、講師や学生の歌声を交えて解説し
ます。

11月9日 福井北ノ庄クラシックス（福井市） 福井大学地域創生推進本部 無料

【福井大学地域創生推
進本部HP】
http://chiiki.ad.u-
fukui.ac.jp/

福井大学地域創生推進本部
0776-27-8060

福井県 福井市 ①
福井大学公開講座
「体験ふむふむ数学クラブ」

身近な事象を題材として取り上げ、実験や対話などの体験的学習によって、数
学を楽しんで学べる講習を行います。

11月9日 福井大学（文京キャンパス） 福井大学地域創生推進本部 無料

【福井大学地域創生推
進本部HP】
http://chiiki.ad.u-
fukui.ac.jp/

福井大学地域創生推進本部
0776-27-8060

福井県 福井市 ①
福井大学公開講座
｢みんなで見つける！？宇宙のヒミ
ツ！分子のヒミツ！｣

コンピュータでのサイエンスライブショーを使って、宇宙と分子のヒミツに迫りま
す。

11月9日 福井大学（文京キャンパス） 福井大学地域創生推進本部 無料

【福井大学地域創生推
進本部HP】
http://chiiki.ad.u-
fukui.ac.jp/

福井大学地域創生推進本部
0776-27-8060

福井県 美浜町 ①③
令和元年度　第５回国吉城歴史講
座
『古里をのろしでつなごうin国吉城』

若狭国吉城歴史資料館開館10周年記念講座。毎年恒例も「古里をのろしでつ
なごうin国吉城」を開催。国吉城址で烽火を上げる。

10月20日予定
国吉城址（集合：若狭国吉城歴史資料
館）
（三方郡美浜町佐柿地係）

美浜町教育委員会 無料
http://www.town.miha
ma.fukui.jp/www/info/
detail.jsp?id=5604

若狭国吉城歴史資料館
（0770－32‐0050）

参加費無料。小雨決行。

福井県 美浜町 ①③
開館10周年連続企画展
『国吉城址史跡調査20年の軌跡
③』

若狭国吉城歴史資料館開館10周年記念連続企画展第3回。国吉城址史跡調
査20年の成果を披露する。今回は、佐柿城下町の調査成果。

10月26日～12月28日
若狭国吉城歴史資料館
（三方郡美浜町佐柿25－2）

美浜町教育委員会
http://www.town.miha
ma.fukui.jp/www/info/
detail.jsp?id=3739

若狭国吉城歴史資料館
（0770－32‐0050）

入館料：一般100円、小人50円
（団体割引あり）
休館日：月曜日、休日の翌日

福井県 美浜町 ①③ 施設の無料開放 ナビフェス文化部門開催期間中、入館料無料。 11月2日～4日
若狭国吉城歴史資料館
（三方郡美浜町佐柿25－2）

美浜町教育委員会 無料
若狭国吉城歴史資料館
（0770－32‐0050）

福井県 美浜町 ①③ 施設の無料開放 関西文化の日、入館料無料 11月16日,17日
若狭国吉城歴史資料館
（三方郡美浜町佐柿25－2）

美浜町教育委員会 無料
若狭国吉城歴史資料館
（0770－32‐0050）

福井県 美浜町 ①③
令和元年度　第６回国吉城歴史講
座
『立地で楽しむ戦国の城、若狭の

若狭国吉城歴史資料館開館10周年記念講座。特別講師に萩原さちこさん(城
郭ライター)をお迎えして、「城の立地」をテーマにご講演いただく。

11月17日
若狭国吉城歴史資料館
（三方郡美浜町佐柿25－2）

美浜町教育委員会 無料
http://www.town.miha
ma.fukui.jp/www/info/
detail.jsp?id=5604

若狭国吉城歴史資料館
（0770－32‐0050）

参加費無料。

福井県 美浜町 ①③ 施設の無料開放 ナビフェス文化部門開催期間中、入館料無料。 11月2日～4日
美浜町歴史文化館
（三方郡美浜町河原市8-8）

美浜町教育委員会 無料
美浜町歴史文化館
（0770-32-0027）

福井県 若狭町 ①③ 第10回 きらりアート展
障がい者の社会参加やアート活動の推進を目的に、福井県を対象に障害者
のアート作品を公募、展示します。

10月17日～28日 パレア若狭 きらりアート展実行委員会 無料
若狭町社会福祉協議会
0770-62-9005

福井県 若狭町 ①③ ハート＆アートフェスタ2019 パレア若狭の特性を活かした、福祉と文化の祭典です。 10月19日～20日 パレア若狭 ハート＆アートフェスタ実行委員会
パレア文化課
0770-62-2508

福井県 若狭町 ①③ 若狭町文化祭
若狭町文化協会会員をはじめ、若狭町内で活動する個人、団体による作品等
の発表を行います。また3日には手づくり市（フリーマーケット）を開催します。

11月1日～3日 パレア若狭 若狭町 無料
パレア文化課
0770-62-2508

福井県 若狭町 ① 絵本の中のごちそうづくり
絵本に登場する料理を親子で作ります。図書館職員による絵本の読み聞かせ
も行います。

11月3日 パレア若狭 若狭町
若狭町図書館パレア館
0770-62-2505

福井県 若狭町 ② 若狭町小中学校音楽会 町内小中学校による音楽会 11月7日 パレア若狭 若狭町 無料
若狭町教育委員会
0770-62-2730

福井県 若狭町 ①③
作って体験「音づくり」ワークショッ
プ

不思議な音の糸電話を作ります。能オペラで使われる音の仕掛けがわかりま
す。

11月16日 パレア若狭 若狭町
パレア文化課
0770-62-2508

福井県 若狭町 ③ 若狭能　倉座＆能オペラ
若狭の伝統能倉座の『一人翁』と現代音楽との最先端クリエーションを探り続
ける『能声楽家』青木涼子の世界を同時に体感できるプログラムです。お二人
の対談も必聴です。

11月17日 パレア若狭 若狭町
パレア文化課
0770-62-2508

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料


